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本文要旨 

 近年のメディア環境の変化にともない、われわれの学習環境のあり方も変容をせまられ

ている。とりわけ、コンピューターを介したコミュニケーション（CMC）とフェイス・ト

ゥ・フェイスのコミュニケーション（FTF）の使い分けや組み合わせがきわめて重要な課

題となるであろう。一方、学習プロセスを状況論的に議論する際、インフォーマルなコミ

ュニケーション機会が重要であることも指摘されている。筆者はインフォーマルな CMC

を実現する〈場〉として“コミュニティ･モブログ”を試験的に運用してきたが、その過程

で、プロジェクトメンバーが、ヴィジュアル・コミュニケーションを通じてアドホックに

コミュニケーションのルールを生成し、プロジェクト活動における自らの〈居場所〉を獲

得するためのメディアとして活用しているこ とがわかった。本報告では“コミュニティ･

モブログ”の運用事例を紹介するとともに、コミュニケーション分析のための論点を整理

する。 
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Abstract 
Over the past few years, our learning environment is changing due to the advent of new 
information and communication technologies.  One of the most important and interesting 
issues is to explore the ways in which we select and/or combine different modes of 
communication, such as face-to-face communication (FTF) and 
computer-mediated-communication (CMC).  Concurrently, when we consider that our 
learning process is situated, it becomes of interest to understand the characteristics of 
informal channels of communication within a context of learning.  The present paper 
reports on our attempt to implement a “community-moblog” among project-based learning 
environment.  It points to the issues of emerging rules and conventions among project 
members, and of individuals’ attempts to manage their sense of personhood within the 
social relationships with other members. 
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１ はじめに 

近年、大学における学習環境が変容しつつある。キャンパスの情報化やプロジェクト型

の学習スタイルへの移行などがその背景にあると考えられるが、こうした変化は、われわ

れの人間関係やモチベーション、創造性などにいかなる影響をおよぼすのだろうか。とく

に重要だと思われるのは、われわれが複数のコミュニケーション・チャネルを、必要に応

じて（時にはほとんど意識することなく）組み合わせたり、使い分けたりしているという

点である。たとえば、電子メールのように、コンピューターを介したコミュニケーション

（CMC）は、匿名性や非同期性、同報性などといった観点から性格づけられる。いっぽう、

フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーション（FTF）では、「本当の」自分を露出せざ

るをえなくなり、少なくとも物理的にはおなじ〈場〉を相手と共有することになる。人と

人との〈つながり〉を考える際、両者は相互に関連しながら、われわれのコミュニケーシ

ョン機会を構成している。新しいコミュニケーションの方法が登場し、普及すると、旧来

のやり方が駆逐されていくという論調が目立つが、むしろ選択の幅が拡がり、より多重的

なコミュニケーションが可能になると考えた方がよいだろう。このようなメディア環境の

変化の中で、学習コミュニティにおけるコミュニケーション過程はいかに変容しうるのだ

ろうか。本報告では、カメラ付きケータイを活用した“コミュニティ・モブログ”の試み

を紹介するとともに、プロジェクト型活動を支援するコミュニケーション環境を理解する

ための方法および活動領域を概観する。 

 

２ カメラ付きケータイによる「生活記録」の収集 

日本におけるケータイの受容･普及はめざましく、いまや「通話」から「通信」のための

装置としてわれわれの日常生活に浸透している。ケータイは文字通りわれわれの身体の拡

張として機能し、さまざまなデータや情報がケータイの“メモリ”として蓄積されるよう

になった。なかでも付加機能としてのカメラは、新しいタイプの写真（および写真撮影の

実践）を生み出しつつある（たとえば、Okabe, 2004; Kato, Okabe, Ito, and Uemoto, 2005）。

写真撮影、送受信（MMS）、ウェブ等での公開がきわめて容易となり、カメラ付きケータ

イは、手軽なデジタルカメラとして、われわれの日常生活の出来事を記録・蓄積し、“絶え

間なき交信”のなかで「生活記録」（Plummer, 1983; 2001）を生成するひとつのデバイス

として理解することができる（Kato, 2005a）。 

近年、プロジェクト型学習を支援するメディアとして、メーリングリストやウェブ（掲

示板）が活用されるようになった。メンバーどうしのインフォーマルなコミュニケーショ

ンの促進、教材等のデジタルデータの蓄積・共有・相互参照、さらには進行中のプロジェ

クトの経過報告、成果の公開等はネットワーク環境を前提としてデザインされる場合が少

なくない。学習を継続的なプロセスとして理解するのであれば、「教室」という物理的制約、

および「時間割」という時間的制約を越えて（あるいは調整して）学習を促進することが

きわめて重要である。とくに学生どうし、あるいは学生と教員との重層的なコミュニケー

ション環境をどのように実現するかについては、さまざまな試みがなされている（たとえ

ば、Kato and Tachibana, 2004; 加藤, 2003; 加藤・長岡, 2001; 加藤・長岡, 2000）。 

 

３ “コミュニティ･モブログ”の運用と経過 

筆者は 2004 年４月より、大学における研究会（ゼミ）のメンバーを対象とする“コミ

ュニティ・モブログ”の運用を試験的にスタートさせた。これは、「フォーマル ― インフ

ォーマル」「FTF（オフライン） ― CMC（オンライン）」という軸でコミュニケーション

環境を整理した際（表１を参照）、インフォーマルな CMC を実現するひとつの〈場〉とし

て理解することができる。“コミュニティ･モブログ”とは、具体的にはカメラ付きケータ

イから直接投稿可能なウェブログで、あらかじめ登録されたメンバーがケータイで写真を

撮り送信すると、写真がウェブ上で閲覧可能となる。メーリングリストや掲示板もインフ

ォーマルな CMC を実現するものとして活用されているが、写真を投稿・相互参照するこ

とによって、ヴィジュアル・コミュニケーションの側面が際立つようになった（清水・加

藤, 2004）。フィールド調査等での活用という特殊な場合もあるが、通常はいつ、どこで



何を撮るかについてはとくに決められておらず、メンバーは日常生活のなかで気になった

モノ・コトを自由に投稿できる。当然のことながら、撮影されたすべての写真が送信され

るわけではなく、メンバー自身が選択的に投稿するため、他のメンバーに参照されること

を前提とした写真のみが蓄積されていくことになる。メンバーが気ままに日常の「断片」

を写して送り、３か月でおよそ 1500 枚、12 か月（本論文執筆時点）で 5000 枚以上の写

真が集まった。ウェブ上に写真として掲載される「虹を見た」「オムライスを食べた」「洗

濯機が届いた」などのエピソードは、メンバーどうしのコミュニケーションの「余韻」あ

るいは「予兆」となって、FTF のコミュニケーションと CMC との橋渡しをする。つまり、

“コミュニティ・モブログ”は、メンバーどうしが会わない（会うことができない）時間 --- 

つまり、次回会うまでの「間」 --- を埋める機能を果たしていると考えられる。 

清水（2005）は、登録メンバーへのインタビュー調査を通じて、“コミュニティ・モブ

ログ”が、メンバーが自らの帰属意識を確認するための装置として機能していることを示

唆している。つまり、メンバーは日常的に“コミュニティ・モブログ”を閲覧することに

よって、プロジェクトにおける他のメンバーの〈居場所〉を理解するとともに、写真を投

稿することによって、自らがプロジェクトのメンバーとして参画していることをアピール

するのである。 

 

４ 考察：“コミュニティ・モブログ”を介したコミュニケーション過程の分析に向けて 

 上述の通り、“コミュニティ・モブログ”への投稿は、FTF のコミュニケーションのため

の「準備」あるいは「ふりかえり」の機能を果たしている。今後の調査の方向性（一部に

ついては現在進行中）としては、（１）投稿された写真の分析（いつ、だれが、どのような

写真を送信したか；投稿の頻度や回数による類型化等）を試みることによって、プロジェ

クトにおいて共有されるヴィジュアルなデータの性格づけを行い、（２）プロジェクトの運

営・ファシリテーションという観点から、メンバーの参加形態やコミュニケーション感覚

の変化をさらに分析し（たとえば清水, 2005）、（３）“コミュニティ・モブログ”の活用

をつうじて生成されるローカルなルール、つまりコミュニケーションの「作法」ともいう

べきものの分析を試みる。とくに（３）は、プロジェクト活動におけるアドホックなルー

ルの生成、グループ内における〈居場所〉の獲得、インプレッション・マネジメント（印

象操作）といったテーマと密接に関連しており、きわめて興味深いものである。 

以下では、本報告の結びとして、“コミュニティ・モブログ”を活用する中で生まれてき

たコミュニケーションを類型化するための暫定的なカテゴリーを整理しておく： 

（１）報告（アヴェイラビリティの呈示）：投稿される写真の多くは、メン バーが「いま ・

どこ」にいるかという報告の機能を果たしている。それは、どのような一日を過ごしてい

るか（過ごす予定か）という「宣言」であり、また自分の物理的な場所を公開することに

よって、交信可能かどうか（アヴェイラブルかどうか）を知らせる役割を果たす。時とし

て、こうした報告は「言い訳（アリバイ）」としての意味を持つことになる。 

（２）プロセスの紹介（実況中継）：（１）と関連して、ケータイからの投稿写真を用いて

プロセスを伝えようとするケースも少なくない。もし仮にリアルタイムでメンバーの投稿

に居合わせた場合には、文字通りウェブを介した実況中継として閲覧される。 

（３）公開された会話：特定のメンバーどうしが、いわゆる「内輪」の会話を実現するこ

ともある。他のメンバーに「読まれている（かもしれない）」ことを前提として、限定的な

（内輪の）トピックでヴィジュアル・コミュニケーションが進行する。 

（４）種明かし：機能的にはプロセスの紹介であるが、FTF で共有された体験について、

事後的に写真で説明を試みるケースである。たとえば、「プレゼンテーションの準備」に関

わる一連のプロセスが、事後的に紹介されることによって、メンバーは FTF の体験をさら

にちがった形で意味づけすることになる。 

（６）シリーズ化される個人的テーマ：メンバーの個人的な塊集（たとえば「虹」）、日常

生活におけるルーティン（「給油中」）などを継続的に投稿するケースである。複数のメン

バーによって共有されているモブログであるが、プライベートなショーケースとして利用

されることがある。 
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表１ メディアの活用と学習環境を構成するコミュニケーションのタイプ 

 

 FTF（オフライン） CMC（オンライン） 

フォーマル 

コミュニケーション 

教室での講義； 

構造化されたディスカッション；

プレゼンテーション 

事務連絡； 

データ・スケジュールの共有； 

メール/メーリングリスト/BBS 

インフォーマル 

コミュニケーション 

共同研究室/オフ・キャンパス

でのコミュニケーション；雑談 

雑談；ウワサ話；近況報告； 

メール/チャット/メーリングリス

ト/ブログ 

 


